
 
2021 年度  Evening 特別講座 
冬期講習要項  ～高Ⅲ生～ 

 

Evening 特別講座の冬期講習は、短い休みの期間中でも効果が出せるカリキュラムと少人数制で、着実に成績

アップに結び付けます。冬期講習を上手に利用し、大学入試合格、成績アップを勝ち取りましょう！ 

冬期講習期間 ：前期 2021 年 12 月 21 日（火）～12 月 25 日（土） 
後期 2021 年 12 月 27 日（月）・28 日（火） 

2022 年 1 月 04 日（火）～01 月 06 日（木） 
場所 ： 愛恵ビル（全期間） 

※新型コロナ感染拡大防止のため一部授業をオンラインにて行います。 

※新型コロナ感染状況により一部日時を変更することがあります。ご了承ください。 

講座ラインナップ 詳細は http://www.especialseminar.com/ 
★不安を解決する冬にしよう 
 年を越してしまえば共通テストまであと僅か。そしてあれよあれよという間に私立の一般入試

が始まります。「まだ全範囲を終えられていないよ。」「前の単元が抜けてしまっているよ。。。」そ

んな心配はしていても仕方がありません。前に進みましょう。Evening特別講座は入試当日まで

君によりそって一緒に走り抜けます。 

 高Ⅲ生の冬は、大学入試直前対策として、志望校に合わせた最終チェックを行います。事前に

生徒と打ち合わせを行い、得点率の高い単元や弱点となる単元を徹底的に洗い出し、それに基づ

いて授業を行います。 

 
 

 

                 ※非会員の方のご受講も受け付けております。 

  

 

冬期講習プライベート講座 
科目：全科目（日程により、ご希望に添えないことがあります） 
料金：高校生 33,000 円（60 分×5 日間、税込） 
ご希望日時は先着順となりますので、お早目にお申し込みください 

Evening 特別講座教務運営事務局 
東京都北区中里 2⁻6⁻1 愛恵ビル 10B 
TEL/FAX 03-5980-7847 
evening.special.seminar@gmail.com 



国立志望の生徒は、文理の内容を組み合わせた受講をお勧めします。 

   

   

★英語 前期・後期 10：40 ～ 12：10     ※前期と後期は別内容の講座となります。 
長文を読む練習は十分ですか？何と言ってもボリュームが多い共通テストの英語、各私立大学の読解問題を中

心に「得点するため」の読解法をお伝えします。語彙力、伸ばしていきましょう。 

受講組み合わせ例 
    

※上記にない講座（世界史）などは、個別指導にて承ります。ご希望の方はご相談

ください。  

文系の人へ 理系の人へ 

★現代文 前期 13：00 ～ 14：30 
まだまだ伸びます現代文！評論の文章構造は

おさえていますか？小説を何となくで解いてい

ませんか？ドキッとした人、要チェック。 

★古文 前期 16：20 ～ 17：50 
入試問題を使いながら、古典文法の総まとめを

含み実践的な得点アップにつなげていきます。共

通テストの場合、いかに早く的確に読みこなして

いくかが鍵となります。 

★日本史 後期 16：20 ～ 17：50 
さぁ。入試直前、学習項目の漏れはありません

か？文化史を敬遠しっぱなしではないですか？

入試問題を解きながら周辺事項を確認し、受験直

前の最終チェックをしていきましょう。 

★数学 前期 14：40 ～ 16：10 
後期 18：00 ～ 19：30 

共通テストに備えつつもしっかり個別入試対策

もしなければなりません。頻出テーマを重点的に

解説していきます。 

★物理 後期 14：40 ～ 16：10 
公式、ゴチャゴチャになっていませんか。実際に

問題で使ってみて、整理をしていきましょう。武器

は持っていても、使えなきゃ意味がありません。 

★化学 後期 9：00 ～ 10：30 
あっと言う間に進んできた化学。一回一回のテ

ストに追い詰められているだけになっていません

か？直前に重要ポイントをおさらいしましょう。 

★生物 前期 16：20 ～ 17：50 
インプットはもう十分ですよね？しかし、アウ

トプットの練習追いついていますか？生物の試験

では、「ただ暗記をしていれば大丈夫」ではありま

せん。実験問題、しっかり得点していきましょう。 

・私立文系 

- 現代文 

- 古文 

- 英語 

合計 67,300 円 
国立を狙うなら数学を追加 

・私立理系 

- 数学 両期 

- 物理 

- 化学 

合計 89,400 円 
国立を狙うなら現代文を追加 

 

・文系英語重視 

- 現代文 

- 英語 

- 英検徹底演習 

合計 67,300 円 

・理系苦手補強 

- 数学 前 or後 

- 生物 or物理 

- プライベート講座 

合計 79,200 円 
プライベート講座では個々に

最適の指導を行います。 
 



◆ お申込みについて 

別紙申込書に必要事項を記入し、16:00 以降に直接教務運営事務局（聖学院中学高等学校本

館 4 階 402 教室）にお持ちいただくか、お申込用紙をスキャンしていただき、Evening 特別講

座教務運営事務局の電子メール( evening.special.seminar@gmail.com ) か FAX（03-5980-
7847）にご送信ください。上記 2 つが難しい場合は、Evening 特別講座事務局にお問い合わせ

ください。 
申込締切：2021 年 12 月 16 日（木） 

◆ 料金について（税込）     前期後期それぞれ 1 科目扱いとなります。 

高校生 価格 

1 科目 23,100 円 

2 科目 46,200 円 

3 科目 67,300 円 

4 科目 89,400 円 

5 科目 111,500 円 

プライベート講座 
（60 分×5 日間） 

33,000 円 

※クラス授業は 1 コマ 90 分×5 日間となります。 
※お支払いは後日発行の請求書に記載の口座へお振り込みください。 

 
 
 
 
 
 

オンライン授業での ZOOM の利用について 

Evening 特別講座では、新型コロナウィルスの拡大防止をするため、3 密の回避、手洗い・消毒

を徹底しております。それに伴い、一部の授業はオンラインにて実施いたします。 
オンライン授業では、ZOOM を用います。対象者には、使用手順書を配布いたします。手順書に沿

って、接続を行ってください。 

  

Evening 特別講座教務運営事務局 

TEL/FAX ：03-5980-7847（授業中は留守電にご用件をお伝えください） 

WEB     ：http://www.especialseminar.com/（「Evening 特別講座」で検索） 

e-mail  ：evening.special.seminar@gmail.com 



冬期講習カレンダー 

前期時間割 
9:00~10:30 10:40~12:10 13:00~14:30 14:40~16:10 16:20~17:50 

 英語 現代文 数学 
古文 

生物 

後期時間割 
9:00~10:30 10:40~12:10 13:00~14:30 14:40~16:10 16:20~17:50 

化学 英語  物理 日本史 

※ 愛恵ビルに自習でお越しの際には、前もってご連絡ください。 

※ 状況に応じて日程が変更となる恐れがあります。最新の情報を優先してください。 

 
 
 
 
継続は力なり 
 「冬休み一生懸命に勉強した～」と言って、その後が疎かになってしまっては元も子もありませ

ん。毎日ちょっとずつ、継続していくことが大切です。 
 Evening 特別講座では皆さんの勉強を継続的にサポートしていきます。週 1、2 回 EV 特にいら

していただくことで、日々の学習経過をチューニングする機会にしてください。 
 通常授業については右記 QR コードより HP をご確認ください。 

 
  

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 

       

12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 

   休校 休校 休校 休校 

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

休校 休校    学校始業式 休講 

1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 

休講 成人の日 

休校 

Ev 特通常授

業開始 

    

冬期講習 前期 

冬期講習 後期 

冬期講習 後期 



2021 年度 Evening 特別講座  冬期講習 申込書 
      

生徒氏名 高Ⅲ クラス              番号 

住所 〒       -            

             都 

          県 

自宅電話番号 携帯番号（保護者） 

メールアドレス（生徒）                      ＠seig-boys.jp 保護者サイン 

メールアドレス（保護者）                                                                   

      

ご希望の講座に丸を付けご提出ください。    

高Ⅲ 無学年講座 

英語 前期 後期 両方 英検単語講座  

数学 前期 後期 両方 

英検徹底演習 

3 級  

日本史  準 2 級  

古文  2 級  

現代文  

化学  プライベート講座 

生物  期    時より   分間 科目（     ）  

物理  期    時より   分間 科目（     ）  
   

受講科目数 前期    講座  後期    講座   

受講料合計金額 
       円（税込） 

※お支払いはお振込みにてお願いします。 
  

備考欄 

※通常口座振替の方も、こちらの料金はお振り込みとなりますのでご注意ください。 

※プライベート講座はお申し込み後に日程の相談をさせていただく場合がございます。締め切り以降のお申込み

の際には、あらかじめご相談ください。 

※兄妹のお申し込みは、詳細を備考欄にご記入ください。 


